


着手済・達成 1
着手済・継続実施 10
引き続き継続実施 4
未着手 2

平成22年度以降に新 1
平成22年度以降に新 10
平成22年度以前から継 4
平成25年度末時点で実 2

平成22年度以降に新規に実施

し、目標を達成した事業 

6% 

平成22年度以降に新規に実施

し、継続的に実施している事業 

59% 

平成22年度以前から継続的に

実施している事業 

23% 

平成25年度末時点で実施でき

ていない事業 

12% 

川西市保育所整備計画の進捗状況 
（平成25年度末現在） 



川西市保育所整備計画第5章に計上されている施策・事業について、その進捗状況を報告します。

№ 基本目標 № 施策 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 目標値 自己評価

整備を必要とする中学校区

・清和台中学校区
けやき坂保育園開設
【H23.4】

・多田、緑台中学校区
多田こどもの森保育園開
設
【H23.4】

・川西南中学校区
あおい宙川西保育園開設
【H24.3】

川西共同保育園増改築
【H23.3】

つくしんぼ保育所分園開設
つくしんぼ保育所定員増
【H23.4】

エンゼルキッズ清和台定員
増【H24.4】

つくしんぼ保育所定員増
【H25.4】

着手済
継続実施

2
保育所と幼稚
園の連携等

清和台めぐみ幼稚園（幼稚
園型）開設
【H22.4】

エンゼルキッズ清和台（幼
保連携型）開設
【H23.4】

着手済
継続実施

3
認可外保育所
の認可保育所
への移行促進

山子屋保育園認可保育所
へ移行
【H23.4】

エンゼルキッズ山下
認可保育所分園へ移行
【H24.4】

着手済
継続実施

平成25年度　川西市保育所整備計画　進捗状況報告書

3か所
着手済
達成

保育所と幼稚園の連携を促進するとともに、認定
こども園については、制度の課題などを十分に精
査するなど、調査・検討を進める。

認可外保育所の認可保育所への移行について、
その要件を満たすよう支援を検討する。

方策

1

待機児童解
消に向けた
保育所整備
実現の方策

1 保育所の整備

民間認可保育所の新設

低年齢児の受入拡大を図るため、既存施設の改
築等も含め、保育所定員の見直しを検討する。
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№ 基本目標 № 施策 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 目標値 自己評価方策

先進園の視察・子育て支援
保育士の研修等を実施。

先進園の視察、各種研修
会への参加。新任及び勤
務10年未満の若手職員の
育成をめざし研修を拡充。
子育て支援保育士の研修
を実施。

先進園の視察、各種研修
会への参加。新任及び勤
務11年未満の若手職員の
育成をめざし研修を拡充。
子育て支援保育士の研修
を実施。

先進園の視察、各種研修会
への参加。新任及び勤務11
年未満の若手職員の育成を
めざし研修を拡充。子育て支
援保育士の研修を実施。

着手済
継続実施

公立保育所の自己評価に
取り組む。

公立保育所の自己評価に
取り組む。

公立保育所の自己評価に
取り組む。

公立保育所の自己評価に取
り組む。

着手済
継続実施

保育指導専門員の派遣等
を実施。

保育指導専門員の派遣等
を実施。

保育指導専門員の派遣等
を実施。

保育指導専門員の派遣等を
実施。

引き続き
継続実施

速やかな実施に向けて検
討。

速やかな実施に向けて検
討。

病後児保育について、旧栄
保育所跡地において、病後
児保育施設等を整備する
法人を公募し選考。実施に
向けて一定の目途が立っ
た。

病後児保育施設等の設備を
実施。

着手済
継続実施

新設・増改築園等で各事業
を実施。

新設・増改築園等で各事業
を実施。

新設・増改築園等で各事業
を実施。

新設・増改築園等で各事業
を実施。

着手済
継続実施

必要に応じて保育士の加
配（補助）を実施。

必要に応じて保育士の加
配（補助）を実施。

必要に応じて保育士の加
配（補助）を実施。

必要に応じて保育士の加配
（補助）を実施。

引き続き
継続実施

野菜や草花の栽培に取り
組むほか、保育所の食育
に関するガイドラインを検
討中。

野菜や草花の栽培に取り
組むほか、保育所の食育
に関するガイドラインを作
成中。

野菜や草花の栽培に取り
組むほか、保育所の食育
に関するガイドラインを策
定。各保育所で、食育の計
画を作成し、実践を計画的
に進める。

野菜や草花の栽培に取り組
むほか、保育所の食育ガイ
ドラインをもとに各保育所で
食育計画を作成し、実践して
いる。

着手済
継続実施

公立保育所3所（川西南、
川西中央、多田）を拠点保
育所と位置づけ、地域子育
て支援事業を開始し、他の
保育所と協力して子育て支
援を実施。

地域子育て拠点保育所（3
か所）を中心に、他の保育
所と協力して地域子育て支
援を実施。

地域子育て拠点保育所（３
か所）を中心に、他の保育
所と協力して地域子育て支
援を実施。

地域子育て拠点保育所（３か
所）を中心に、他の保育所と
協力して地域子育て支援を
実施。

着手済
継続実施

子育て支援保育士2名を、
拠点保育所3か所に配置。

子育て支援保育士2名を、
拠点保育所3か所に配置。

子育て支援保育士2名を、
拠点保育所３か所に配置。

子育て支援保育士2名を、拠
点保育所３か所に配置。

着手済
継続実施

公立園・民間園で実施。 公立園・民間園で実施。 公立園・民間園で実施。 公立園・民間園で実施。
引き続き
継続実施

1

病児・病後児保育の実施に向けて取り組む。

延長保育、乳児保育、一時預かり事業の拡充等
を検討する。

障がい児保育については、引き続きすべての保
育所で実施する。

保育士等に対する研修を充実する。

保育所への評価制度の導入に努める。

民間保育所等に対する指導・助言・支援をし実施
する。

（仮称）地域・家庭支援保育士を配置する。

2

保育の質と
地域の子育
て支援の向
上に向けた
保育所整備
実現の方策

3
地域における
子育て支援等
の充実

2
多様なニーズ
に応える保育

身近な自然環境とのふれあいや、「食育」への取
り組みを進める。

公立保育所の拠点化や地域の保育所等とのネッ
トワーク化を検討する。

園庭開放事業などに、引き続き取り組む。

保育の質の向
上
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№ 基本目標 № 施策 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 目標値 自己評価方策

市の施設全体の耐震改修
の中で、速やかな着手に努
める。

市の施設全体の耐震改修
の中で、速やかな着手に努
める。

市の施設全体の耐震改修
の中で、速やかな着手に努
める。

市の施設全体の耐震改修の
中で、速やかな着手に努め
る。

未着手

具体化に向けた検討を進
める。

具体化に向けた検討を進
める。

具体化に向けた検討を進
める。

具体化に向けた検討を進め
る。

未着手

2
民間保育所に
おける対策

対象となる民間保育所に
対し、継続して補助を実
施。

対象となる民間保育所に
対し、継続して補助を実
施。

対象となる民間保育所に
対し、継続して補助を実
施。

対象となる民間保育所に対
し、継続して補助を実施。

引き続き
継続実施

◎ 着手済・達成 1

◎ 着手済・継続実施 10

◎ 引き続き継続実施 4

◎ 未着手 2

平成22年度以降に新規に実施し、目標を達成した事業

※自己評価の方法について

平成22年度以降に新規に実施し、継続的に実施している事業

平成22年度以前から継続的に実施している事業

大規模改修等の実施に向け、検討を進める。

環境改善事業補助を実施する。

平成25年度末時点で実施できていない事業

3

安全・安心
で快適な保
育所整備実
現の方策

1
公立保育所に
おける対策

耐震改修工事を実施する
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